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「第三者割当による募集株式（普通株式及び C 種優先株式） 
の発行に関するお知らせ」の再々訂正 

 

 

当社の平成 18 年 9月 1日付発表「第三者割当による募集株式（普通株式及びC 種優先
株式）の発行に関するお知らせ」（平成 18 年 11 月 13 日付発表「『第三者割当による募
集株式（普通株式及び C 種優先株式）の発行に関するお知らせ』の訂正」及び平成 18
年 11 月 30 日付発表「『第三者割当による募集株式（普通株式及び C種優先株式）の発
行に関するお知らせ』の再訂正」によって訂正済）について、割当先株主の名称および
住所の一部につき変更及び誤記がありましたので、下記のとおり訂正致します。 

 

記 

 

（訂正箇所は   網掛けで表示しております。） 

 

【訂正後】 

 

1. 募集株式（普通株式）発行要領 

 

＜中略＞ 

 

(9) 割当先及び株式数 

 割当先 株式数 

1 RHJ インターナショナル 48,361,286 株 

2 三井物産株式会社 56,895,631 株 

3 中央三井グロースキャピタル第二号投資事業有限責任組

合 

7,281,553 株 

4 メタルダイン・インベストメント・ファンド・ワン・エル

エルシー 

34,037,245 株 
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5 エイチアイピー・サイドバイサイド・パートナーズ・エル

ピー 

2,069,301 株 

6 メタルダイン・インベストメント・ファンド・ツー・エル

エルシー 

499,864 株 

7 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイティ・

パートナーズ・エルピー 

6,419,944 株 

8 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイティ・

パートナーズ・（バミューダ）・エルピー 

1,794,540 株 

9 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファンド・イ

ンベストメンツ・シックス・ホールディングス・エルエル

シー 

124,250 株 

10 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファンド・イ

ンベストメンツ・シックス－ビー・（バミューダ）・エルピ

ー 

29,696 株 

11 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ユーエス・エ

グゼクティブ・アドバイザーズ・エルピー 

5,732 株 

12 マスコ・コーポレーション  2,161,348 株 

13 リチャード・アンド・ジェーン・マノージアン・ファウン

デーション 

573,463 株 

14 リチャード・エー・マノージアン・トラスト 538,696 株 

15 ワコビア・キャピタル・パートナーズ・2000・エルエルシ

ー 

1,385,513 株 

16 バンクボストン・キャピタル・インク 667,099 株 

17 メトロポリタン・ライフ・インシュアランス・カンパニー  513,153 株 

18 エクイティ・アセット・インベストメント・トラスト 513,153 株 

19 アネックス・ホールディングス・ワン・エルピー 513,153 株 

20 ロングポイント・キャピタル・ファンド・エルピー 503,881 株 

21 ロングポイント・キャピタル・パートナーズ・エルエルシ

ー 

9,272 株 

22 イーエムエー・パートナーズ・ファンド・2000・エルピー  462,378 株 

23 イーエムエー・プライベート・エクイティ・ファンド・

2000・エルピー 

297,580 株 

24 75・ウォール・ストリート・アソシエイツ・エルエルシー  256,576 株 

25 グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・エルピー 235,133 株 

26 グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・（エー）・エ

ルピー 

142,975 株 

27 グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・（ビー）・エ

ルピー 

135,044 株 

28 プライベート・エクイティ・ポートフォリオ・ファンド・ 102,630 株 
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ツー・エルエルシー 

29 シーアールエム・1999・エンタープライズ・ファンド・エ

ルエルシー 

51,316 株 

 

＜中略＞ 

 

6. 割当先の概要 

普通株式 

(1) RHJ インターナショナル 

割当先の名称 RHJ インターナショナル 

本店所在地 ベルギー国 ブリュッセル 1050 ルイーズアベニュー326 

代表者の役職･氏名 最高経営責任者 ティモシー・シー･コリンズ 

資本金 855,455,470 ユーロ（平成 18 年 3 月 21 日現在） 

発行済株式総数 85,545,547 株（平成 18 年 3 月 21 日現在） 

大株主及び持株比率 

ティモシー・シー・コリンズ (17.17％) 

ロスチャイルド卿 (4.74％) 
三菱商事株式会社 (3.93％) 
ジフ・アセット・マネジメント・エルピー (3.21％)(注) 
メリル・リンチ・インベストメント・マネジャーズ・エルピー 

(3.12％)(注) 

(注)RHJ インターナショナルは平成 18 年３月 21 日に実施した 7,700,000

株の新株発行前の数値に基づく報告によるものである（同新株発行によ

り、RHJ インターナショナルの発行済み普通株式の総数は 77,845,547

株から 85,545,547 株に増加した）。 

主な事業内容 持株会社 

出資関係 

割当前において、当社議決権のうち 62.83％を保有。 

A 種優先株式 22,858,000 株 

B種優先株式 10,526,316 株 

普通株式  29,010,000 株 

（割当後の当社株式保有の明細） 

A 種優先株式 22,858,000 株 

B種優先株式 10,526,316 株 

普通株式  77,371,286 株 

取引関係 該当事項はありません。 

当 社 と の

関係 

人的関係 該当事項はありません。 

 

＜中略＞ 
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(4) メタルダイン・インベストメント・ファンド・ワン・エルエルシー 

名称 メタルダイン・インベストメント・ファンド・ワン・

エルエルシー（Metaldyne Investment Fund I, LLC） 

住所 米国、コネチカット州グリーンウィッチ、レイルロー

ドアベニュー55 

代表者の役職･氏名 ハートランド・インダストリアル・アソシエイツ・エ

ルエルシー（Heartland Industrial Associates, LLC） マ

ネージング・メンバー ダニエル・P・トレッドウェ

ル 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 

 

(6) メタルダイン・インベストメント・ファンド・ツー・エルエルシー 

名称 メタルダイン・インベストメント・ファンド・ツー・

エルエルシー（Metaldyne Investment Fund II LLC） 

住所 米国、コネチカット州グリーンウィッチ、レイルロー

ドアベニュー55 

代表者の役職･氏名 ハートランド・インダストリアル・アソシエイツ・エ

ルエルシー（Heartland Industrial Associates, LLC） マ

ネージング・メンバー ダニエル・P・トレッドウェ

ル 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

 

(7) クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイティ・パートナーズ・エルピー 

名称 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイテ

ィ・パートナーズ・エルピー（ Credit Suisse First Boston 

Equity Partners, L.P.） 

住所 バミューダ諸島、エイチエム 12、ハミルトン、31 チ

ャーチストリート、リード・ハウス 

代表者の役職･氏名 ヘミスフィア・プライベート・エクイティ・パートナ

ーズ・リミテッド（Hemispehre Private Equity Partners, 

Ltd.） マネージング・メンバー ハートレイ・ロジ

ャース 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 
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(8) クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイティ・パートナーズ・（バミューダ）・エ

ルピー 

名称 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイテ

ィ・パートナーズ・（バミューダ）・エルピー（Credit 

Suisse First Boston Equity Partners (Bermuda), L.P.） 

住所 バミューダ諸島、エイチエム 12、ハミルトン、バーナ

ビー・ストリート、シスル・ハウス、クオロン・サー

ビシズ・リミテッド気付 

代表者の役職･氏名 ヘミスフィア・プライベート・エクイティ・パートナ

ーズ・リミテッド（Hemispehre Private Equity Partners, 

Ltd.） マネージング・メンバー ハートレイ・ロジ

ャース 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 

 

(11) クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ユーエス・エグゼクティブ・アドバイザーズ・

エルピー 

名称 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ユーエス・

エグゼクティブ・アドバイザーズ・エルピー（Credit 

Suisse First Boston US Executive Advisors , L.P.） 

住所 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンア

ベニュー11、16 階 

代表者の役職･氏名 ヘミスフィア・プライベート・エクイティ・パートナ

ーズ・リミテッド（Hemispehre Private Equity Partners, 

Ltd.） マネージング・メンバー ハートレイ・ロジ

ャース 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 

 

(14) リチャード・エー・マノージアン・トラスト 

名称 リチャード・エー・マノージアン・トラスト（Richard 

A. Manoogian Trust） 

本店所在地 米国、ミシガン州テイラー、ヴァンボーンロード 

21001 
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代表者の役職・氏名 リチャード・マノージアン 

主な事業内容 インベストメント・トラスト 

当社との関係 なし。 

 

(15) ワコビア・キャピタル・パートナーズ・2000・エルエルシー 

名称 ワコビア・キャピタル・パートナーズ・2000・エルエ

ルシー（Wachovia Capital Partners 2000 LLC） 

本店所在地 米国、ノースカロライナ州、シャルロット、サウス・

カレッジ・ストリート 301、ワン・ワコビア・センタ

ー12 階 

代表者の役職･氏名 ヴァイス・プレジデント ステュアート・クリストヒ

ルフ 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

(16) バンクボストン・キャピタル・インク 

名称 バンクボストン・キャピタル・インク（BancBoston 

Capital Inc.） 

本店所在地 米国、マサチューセッツ州、ボストン、メイル・コー

ド エムエー５－100―19―06、フェデラル・ストリー

ト 100、19 階 

代表者の役職･氏名 ヴァイス・プレジデント マシュー・フレジエ] 

資本金 41,693,000,000 米ドル（2005 年 12 月 31 日現在） 

大株主及び持株比率 バンク・オブ・アメリカ・コープ（Bank of America Corp）

（100%） 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

 

(17) メトロポリタン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 

名称 メトロポリタン・ライフ・インシュアランス・カンパ

ニー（Metropolitan Life Insurance Company） 

本店所在地 ニューヨーク、ロング・アイランド・シティー、1 メ

ットライフ・プラザ、クイーンズ・プラザ・ノース 27-01 

代表者の役職･氏名 取締役 リース・メイス 

資本金 17,274,000,000 米ドル（2005 年 12 月 31 日現在） 

大株主及び持株比率 メットライフ・インク（Metlife Inc.）（100％） 

主な事業内容 保険業 

当社との関係 なし。 
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(18) エクイティ・アセット・インベストメント・トラスト 

名称 エクイティ・アセット・インベストメント・トラスト

（Equity Asset Investment Trust） 

住所 米国、コネチカット州、ノーウォーク、201 メリット  

7 

代表者の役職･氏名 ジーイー・キャピタル・エクイティ・インベストメン

ツ・インク（GE Capital Equity Investments, Inc.） ヴ

ァイス・プレジデント パトリック・コクスキ 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

(19) アネックス・ホールディングス・ワン・エルピー 

名称 アネックス・ホールディングス・ワン・エルピー（Annex 

Holdings I L.P.） 

本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、レキシントン・

アベニュー599、18 階 

代表者の役職･氏名 アネックス・キャピタル・パートナーズ・エルエルシ

ー（Annex Capital Partners, LLC） マネージング・パ

ートナー アレクサンダー・コールマン 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 

 

(24) 75・ウォール・ストリート・アソシエイツ・エルエルシー 

名称 75・ウォール・ストリート・アソシエイツ・エルエル

シー（75 Wall Street Associates LLC） 

本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、1114 アメリ

カズ・アヴェニュー 31 階 

代表者の役職･氏名 アリアンツ・プライベート・エクイティ・パートナー

ズ・インク（Allianz Private Equity Partners, Inc.） イ

ンベストメント・ディレクター ジェイミー・エバー

ソール 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 
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(29) シーアールエム・1999・エンタープライズ・ファンド・エルエルシー 

名称 シーアールエム・1999・エンタープライズ・ファンド・

エルエルシー（CRM 1999 Enterprise Fund, LLC） 

住所 ニューヨーク、ホワイト・プレインズ、707 ウェスト

チェスター・アヴェニュー・エスティーイー 107、ク

レイマー・ローゼンタール・マクグリン・エルエルシ

ー気付 

代表者の役職･氏名 シーアールエム・オルタナティブス・インク（CRM 

Alternatives Inc.） 最高財務責任者 カルロス・レア

ル 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 

 

7. 増資後の株主構成等 

 

順位 株主名 所有株式数 議決権割合 

１ RHJ インターナショナル 110,755,602 株 41.65％ 

２ 三井物産 56,895,631 株 21.40％ 

３ メタルダイン・インベストメント・

ファンド・ワン・エルエルシー 

34,037,245 株 12.80％ 

４ 中央三井グロースキャピタル第二

号投資事業有限責任組合 

7,281,553 株 2.74% 

５ クレディ・スイス・ファースト・ボ

ストン・エクイティ・パートナー

ズ・エルピー 

6,419,944 株 2.41％ 

 

（注）平成 18 年 10 月 31 日現在の各株主の所有株式数を元に、今回の増資による発行株式数を

加えて所有株式数等を計算した。なお、増資後の当社の発行済株式 265,999,853 株の内訳は、

Ａ種優先株式 28,572,000 株、Ｂ種優先株式10,526,316 株、Ｃ種優先株式179,179 株、普

通株式 226,901,537 株となる。議決権割合の計算にあたって、当社が保有する自己株式

90,294 株を分母から除外している。 

 

以 上 
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【訂正前】 

 

1. 募集株式（普通株式）発行要領 

 

＜中略＞ 

 

(9) 割当先及び株式数 

 割当先 株式数 

1 RHJ インターナショナル 48,361,286 株 

2 三井物産株式会社 56,895,631 株 

3 中央三井グロースキャピタル第二号投資事業有限責任組

合 

7,281,553 株 

4 メタルダイン・インベストメント・ファンド・ワン・エル

エルシー・ハートランド・インダストリアル・パートナー

ズ・エルピー 

34,037,245 株 

5 エイチアイピー・サイドバイサイド・パートナーズ・エル

ピー 

2,069,301 株 

6 メタルダイン・インベストメント・ファンド・ツー・エル

エルシー・ハートランド・インダストリアル・パートナー

ズ 

499,864 株 

7 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイティ・

パートナーズ・エルピー 

6,419,944 株 

8 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイティ・

パートナーズ・（バミューダ）・エルピー 

1,794,540 株 

9 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファンド・イ

ンベストメンツ・シックス・ホールディングス・エルエル

シー 

124,250 株 

10 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファンド・イ

ンベストメンツ・シックス－ビー・（バミューダ）・エルピ

ー 

29,696 株 

11 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ユーエス・エ

グゼクティブ・アドバイザーズ・エルピー 

5,732 株 

12 マスコ・コーポレーション  2,161,348 株 

13 リチャード・アンド・ジェーン・マノージアン・ファウン

デーション 

573,463 株 

14 リチャード・マノージアン 538,696 株 

15 ファースト・ユニオン・キャピタル・パートナーズ・エル

エルシー 

1,385,513 株 
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16 バンクボストン・キャピタル・インク 667,099 株 

17 メトロポリタン・ライフ・インシュアランス・カンパニー  513,153 株 

18 エクイティ・アセット・インベストメント・トラスト 513,153 株 

19 アネックス・ホールディングス・ワン・エルピー・アネッ

クス・キャピタル・パートナーズ・エルエルシー 

513,153 株 

20 ロングポイント・キャピタル・ファンド・エルピー 503,881 株 

21 ロングポイント・キャピタル・パートナーズ・エルエルシ

ー 

9,272 株 

22 イーエムエー・パートナーズ・ファンド・2000・エルピー  462,378 株 

23 イーエムエー・プライベート・エクイティ・ファンド・

2000・エルピー 

297,580 株 

24 75・ウォール・ストリート・アソシエイツ・エルエルシー  256,576 株 

25 グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・エルピー 235,133 株 

26 グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・（エー）・エ

ルピー 

142,975 株 

27 グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・（ビー）・エ

ルピー 

135,044 株 

28 プライベート・エクイティ・ポートフォリオ・ファンド・

ツー・エルエルシー 

102,630 株 

29 シーアールエム・1999・エンタープライズ・ファンド・エ

ルエルシー 

51,316 株 

 

＜中略＞ 

 

6. 割当先の概要 

普通株式 

(1) RHJ インターナショナル 

割当先の名称 RHJ インターナショナル 

本店所在地 ベルギー国 ブリュッセル 1050 ルイーズアベニュー326 

代表者の役職･氏名 最高経営責任者 ティモシー・シー･コリンズ 

資本金 855,455,470 ユーロ（平成 18 年 3 月 21 日現在） 

発行済株式総数 85,545,547 株（平成 18 年 3 月 21 日現在） 

大株主及び持株比率 

ティモシー・シー・コリンズ (17.17％) 

ロスチャイルド卿 (4.74％) 
三菱商事株式会社 (3.93％) 
ジフ・アセット・マネジメント・エルピー (3.21％)(注) 
メリル・リンチ・インベストメント・マネジャーズ・エルピー 

(3.12％)(注) 

(注)RHJ インターナショナルは平成 18 年３月 21 日に実施した 7,700,000
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株の新株発行前の数値に基づく報告によるものである（同新株発行によ

り、RHJ インターナショナルの発行済み普通株式の総数は 77,845,547

株から 85,545,547 株に増加した）。 

主な事業内容 持株会社 

出資関係 

割当前において、当社議決権のうち 62.83％を保有。 

A 種優先株式 22,858,000 株 

B種優先株式 10,526,316 株 

普通株式  29,010,000 株 

（割当後の当社株式保有の明細） 

A 種優先株式 22,858,000 株 

B種優先株式 10,526,316 株 

普通株式  71,681,723 株 

取引関係 該当事項はありません。 

当 社 と の

関係 

人的関係 該当事項はありません。 

 

＜中略＞ 

 

 (4) メタルダイン・インベストメント・ファンド・ワン・エルエルシー・ハートランド・イン

ダストリアル・パートナーズ・エルピー 

名称 メタルダイン・インベストメント・ファンド・ワン・

エルエルシー・ハートランド・インダストリアル・パ

ートナーズ・エルピー（Metaldyne Investment Fund I, 

LLC Heartland Industrial Partners, L.P.） 

住所 米国、コネチカット州グリーンウィッチ、レイルロー

ドアベニュー55 

代表者の役職･氏名 ハートランド・インダストリアル・アソシエイツ・エ

ルエルシー（Heartland Industrial Associates, LLC） マ

ネージング・メンバー ダニエル・P・トレッドウェ

ル 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 

 

(6) メタルダイン・インベストメント・ファンド・ツー・エルエルシー・ハートランド・インダ

ストリアル・パートナーズ 

名称 メタルダイン・インベストメント・ファンド・ツー・

エルエルシー・ハートランド・インダストリアル・パ

ー ト ナ ー ズ（ Metaldyne Investment Fund II LLC 
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Heartland Industrial Partners） 

住所 米国、コネチカット州グリーンウィッチ、レイルロー

ドアベニュー55 

代表者の役職･氏名 ハートランド・インダストリアル・アソシエイツ・エ

ルエルシー（Heartland Industrial Associates, LLC） マ

ネージング・メンバー ダニエル・P・トレッドウェ

ル 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

(7) クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイティ・パートナーズ・エルピー 

名称 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイテ

ィ・パートナーズ・エルピー（ Credit Suisse First Boston 

Equity Partners, L.P.） 

住所 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンア

ベニュー11、16 階 

代表者の役職･氏名 ヘミスフィア・プライベート・エクイティ・パートナ

ーズ・リミテッド（Hemispehre Private Equity Partners, 

Ltd.） マネージング・メンバー ハートレイ・ロジ

ャース 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

(8) クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイティ・パートナーズ・（バミューダ）・エ

ルピー 

名称 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイテ

ィ・パートナーズ・（バミューダ）・エルピー（Credit 

Suisse First Boston Equity Partners (Bermuda), L.P.） 

住所 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンア

ベニュー11、16 階 

代表者の役職･氏名 ヘミスフィア・プライベート・エクイティ・パートナ

ーズ・リミテッド（Hemispehre Private Equity Partners, 

Ltd.） マネージング・メンバー ハートレイ・ロジ

ャース 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 
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(11) クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ユーエス・エグゼクティブ・パートナーズ・

エルピー 

名称 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ユーエス・

エグゼクティブ・パートナーズ・エルピー（Credit Suisse 

First Boston US Executive Partners, L.P.） 

住所 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンア

ベニュー11、16 階 

代表者の役職･氏名 ヘミスフィア・プライベート・エクイティ・パートナ

ーズ・リミテッド（Hemispehre Private Equity Partners, 

Ltd.） マネージング・メンバー ハートレイ・ロジ

ャース 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 

 

(14) リチャード・マノージアン 

名称 リチャード・マノージアン（Mr. Richard Manoogian） 

住所 米国、ミシガン州テイラー 

当社との関係 なし。 

 

(15) ファースト・ユニオン・キャピタル・パートナーズ・エルエルシー 

名称 ファースト・ユニオン・キャピタル・パートナーズ・

エルエルシー（First Union Capital Partners LLC） 

本店所在地 米国、ノースカロライナ州、シャルロット、サウス・

カレッジ・ストリート 301、ワン・ワコビア・センタ

ー12 階 

代表者の役職･氏名 ワコビア・キャピタル・パートナーズ・2000・エルエ

ルシー（Wachovia Capital Partners 2000 LLC） ヴァイ

ス・プレジデント ステュアート・クリストヒルフ 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

(16) バンクボストン・キャピタル・インク 

名称 バンクボストン・キャピタル・インク（BancBoston 

Capital Inc.） 

本店所在地 米国、マサチューセッツ州、ボストン、メイル・スト

ップ エムエー５－100―19―06、フェデラル・ストリ

ート 100、19 階 
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代表者の役職･氏名 ヴァイス・プレジデント マシュー・フレジエ 

資本金 41,693,000,000 米ドル（2005 年 12 月 31 日現在） 

大株主及び持株比率 バンク・オブ・アメリカ・コープ（Bank of America Corp）

（100%） 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

(17) メトロポリタン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 

名称 メトロポリタン・ライフ・インシュアランス・カンパ

ニー（Metropolitan Life Insurance Comp any） 

本店所在地 米国、ニュージャージー州、モリスタウン、パーク・

アベニュー11 

代表者の役職･氏名 取締役 リース・メイス 

資本金 17,274,000,000 米ドル（2005 年 12 月 31 日現在） 

大株主及び持株比率 メットライフ・インク（Metlife Inc.）（100％） 

主な事業内容 保険業 

当社との関係 なし。 

 

(18) エクイティ・アセット・インベストメント・トラスト 

名称 エクイティ・アセット・インベストメント・トラスト

（Equity Asset Investment Trust） 

住所 米国、コネチカット州、スタンフォード、ロング・リ

ッジ・ロード 120 

代表者の役職･氏名 ジーイー・キャピタル・エクイティ・インベストメン

ツ・インク（GE Capital Equity Investments, Inc.） ヴ

ァイス・プレジデント パトリック・コクスキ 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

(19) アネックス・ホールディングス・ワン・エルピー・アネックス・キャピタル・パートナー

ズ・エルエルシー 

名称 アネックス・ホールディングス・ワン・エルピー・ア

ネックス・キャピタル・パートナーズ・エルエルシー

（Annex Holdings I LP Annex Capital Partners LLC） 

本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、レキシントン・

アベニュー599、18 階 

代表者の役職･氏名 アネックス・キャピタル・マネジメント・エルエルシ

ー（Annex Capital Management, LLC） マネージング・

パートナー アレクサンダー・コールマン 
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主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 

 

(24) 75・ウォール・ストリート・アソシエイツ・エルエルシー 

名称 75・ウォール・ストリート・アソシエイツ・エルエル

シー（75 Wall Street Associates LLC） 

本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、レキシントン・

アベニュー、18 階 

代表者の役職･氏名 アリアンツ・プライベート・エクイティ・パートナー

ズ・インク（Allianz Private Equity Partners, Inc.） イ

ンベストメント・ディレクター ジェイミー・エバー

ソール 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 

 

(29) シーアールエム・1999・エンタープライズ・ファンド・エルエルシー 

名称 シーアールエム・1999・エンタープライズ・ファンド・

エルエルシー（CRM 1999 Enterprise Fund, LLC） 

住所 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンア

ベニュー520、32 階 

代表者の役職･氏名 シーアールエム・オルタナティブス・インク（CRM 

Alternatives Inc.） 最高財務責任者 カルロス・レア

ル 

主な事業内容 プライベート・エクイティ投資 

当社との関係 なし。 

 

＜中略＞ 

 

7. 増資後の株主構成等 

 

順位 株主名 所有株式数 議決権割合 

１ RHJ インターナショナル 110,755,602 株 41.65％ 

２ 三井物産 56,895,631 株 21.40％ 

３ メタルダイン・インベストメント・

ファンド・ワン・エルエルシー・ハ

34,037,245 株 12.80％ 
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ートランド・インダストリアル・パ

ートナーズ・エルピー 

４ 中央三井グロースキャピタル第二

号投資事業有限責任組合 

7,281,553 株 2.74% 

５ クレディ・スイス・ファースト・ボ

ストン・エクイティ・パートナー

ズ・エルピー 

6,419,944 株 2.41％ 

 

（注）平成 18 年 10 月 31 日現在の各株主の所有株式数を元に、今回の増資による発行株式数を

加えて所有株式数等を計算した。なお、増資後の当社の発行済株式 265,999,853 株の内訳は、

Ａ種優先株式 28,572,000 株、Ｂ種優先株式10,526,316 株、Ｃ種優先株式179,179 株、普

通株式 226,901,537 株となる。議決権割合の計算にあたって、当社が保有する自己株式

90,294 株を分母から除外している。 

以 上 


